
● スキルアップ研修

（2023年5月16日現在）

研修コード 講習名 講習時間 定員 受講料

● 国家資格キャリアコンサルタント更新講習　開催スケジュール（2023年5月～2023年7月）

　※開催スケジュールは、2023年5月16日(火)現在のものです。既に「満席」「受付終了」となっている講習もありますが、予めご了承ください。
　　また、年度途中やむを得ず日程変更になる可能性もございます。変更の場合は、協会ホームページ：講習スケジュールを速やかに修正いたします。

【知識講習（会員無料）】
（2023年5月16日現在）

KI01
【(※)CDA20K02】

 知識講習

★動画配信（動画視聴・修了テスト）
9時間

【技能講習（会員無料）】※オンライン開催の場合、通学部分はご自宅からZoomで参加（Zoom講座）になります

◆２講習（KC01/KC08）は、同日の午前・午後に開催予定です。お申込みはそれぞれにお願いいたします。（KC01入門編：午前開催、KC08すごろく学生版：午後開催）

◆各講習共に事前課題がございます。開催１か月前が回答期限です。ご回答が無い場合、キャンセル となりますのでご注意ください。 （2023年5月16日現在）

5月 6月 7月

（入門編）
＜事前課題＞

6/  3(土)

6/  4(日)

6/10(土)

6/17(土)

6/25(日)

6/28(水)

（入門編）
＜事前課題＞

7/  2(日)

7/  6(木)

7/15(土)

7/16(日)

7/23(日)

7/30(日)

名古屋   5/13(土)

  東京　5/20(土)
　　　  6/14(水)
　　　  7/29(土)

　札幌　6/11(日)

   大阪　7/22(土)

※後期、東京・大阪・福岡にて開催

KC08

【CDA16T09】

技能講習（カウンセリング）⑧
自己理解支援ツールの体験とアプローチの習得A
＜すごろくゲーム・学生版の活用＞

★　通信講座（事前課題：回答提出期限があります）
   ＋通学講座（対面 または オンライン）

7時間
通信：3.5時間
通学：3.5時間

20
一般　10,200円
（会員　無料）

　　オンライン開催（Zoom）
対面開催（開催地）

KC01

【CDA16T02】

技能講習（カウンセリング）①（入門編）
キャリアカウンセリングのメカニズムと条件

★　通信講座（事前課題：回答提出期限があります）
   ＋通学講座（対面 または オンライン）
　

※2023年 9月より事前課題・教材が改訂されました。

7時間
通信：3.5時間
通学：3.5時間

20
一般　10,200円
（会員　無料）

（入門編）
＜事前課題＞

5/10(水)

5/14(日)

5/21(日)

5/27(土)

5/28(日)

420
一般　10,200円
（会員　無料）

【2023年度】　年 8回 開催、各回定員 420名

  第1回 　受講期間：4/3 ～ 4/30　※修了証発行 5/30予定：受付終了
  第2回 　受講期間：5/19～6/15　※修了証発行 7/15予定：受付中
  第3回 　受講期間：6/20～7/17　※修了証発行 8/17予定：受付開始 6/ 9 (金)AM0時～
  第4回 　受講期間：8/1 ～ 8/28　※修了証発行 9/28予定：受付開始 7/21(金)AM0時～
  第5回 　受講期間：9/1 ～ 9/28　※修了証発行 10/28予定 ：受付開始 8 /18(金)AM0時～
  第6回 　受講期間：10/2～10/29  ※修了証発行 11/29予定：受付開始 9 /22(金)AM0時～
  第7回 　受講期間：11/10～12/ 7  ※修了証発行 1/17予定：受付開始 10/27(金)AM0時～
  第8回 　受講期間：2024/1/10～2/6 ※修了証発行 3/6予定：受付開始 12/22(金)AM0時～
 
    ◎2023度の開催日程は協会ホームページ「研修情報」に掲載しております。

　※講習コード
　「CDA20K02」・・・2020年度以降開催の知識講習
　「CDA16K01」・・・2016年度～2019年度開催の知識講習

研修コード
【講習コード】

講習名 講習時間 定員 受講料

通学講座

研修コード
【講習コード】

講習名 講習時間 定員 受講料 開催について       

　2023年度の知識講習、及び2023年7月までの技能講習のスケジュールを以下にご案内申し上げます。

　2023年度は知識講習が年8回、技能講習は年間 約460 講習の開催を予定しております。

　技能講習の対面形式は、全体の約2割：約100講習を開催予定です。
　主に東京にて開催するほか、大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台でも開催します。

　2023年度の対面形式の講座実施については未定です。

開催について

SC00

 キャリアカウンセリングトレーニング　 理論編

★動画配信
　
※「キャリアカウンセリングとは何か」
　 を改訂しました。
     2023年2月より改訂内容を反映しております。

 2時間

（動画は1時間40分）
300

一般　2,300円
（会員 1,600円）

【2023年度】　年４回 開催、各回定員 300名

　第1回　受講期間：5/1～　5/28　　：受付終了
　第2回　受講期間：8/1～　8/27　　：受付開始 7/17 (月)AM0時～
　第3回　受講期間：11/1～　11/26　：受付開始 10/16 (月)AM0時～
　第4回　受講期間：2024/2/1～2/25 ：受付開始 1/15 (月)AM0時～

 　　　　※ 国家資格更新講習ではありません（修了証はありません）。

研修のお申込みはこちら！ ⇒  研修申込専用サイト https://jcda.leaf-hrm.jp

◇申込方法
https://www.j-cda.jp/seminar/about-seminar/entry.php     

◇利用規約
https://www.j-cda.jp/seminar/about-seminar/terms-of-service.php

◇Zoom講座利用規約 ～受講上のご留意事項、及び推奨環境について～

https://www.j-cda.jp/training-info/347.php



【技能講習（有料）】※オンライン開催の場合、通学部分はZoom講座になります
　

（2023年5月16日現在）

5月 6月 7月

7/29(土) 東京　　6/25(日)

東京　  5/14(日)

※ 8月大阪、後期、東京にて開催予定

KC10
【CDA16T11】

技能講習（カウンセリング）⑩ケース演習
＜組織内キャリア形成＞

6時間 20
一般　21,980円

(会員　15,700円)
5/21(日) －

－ 6/11(日) 7/29(土)

　　　　　　4/15(土)・5/13(土)・6/10(土)
7/15(土)・8/19(土)・9/23(土)

7/16(日)・8/20(日)・9/24(日)
※後期、東京にて開催予定

KC09
【CDA16T10】

技能講習（カウンセリング）⑨
自己理解支援ツールの体験とアプローチの習得B
＜すごろくゲーム・社会人版の活用＞

★通信講座（事前課題）＋通学講座
　　　　　　　　　　　 （対面またはオンライン）

7時間
通信：1時間
通学：6時間

20
一般　21,980円

(会員　15,700円)

＜時間配分改訂版＞
通信 3時間・通学 4時間

 5/21(日)

＜時間配分改訂版＞
通信 3時間・通学 4時間

6/3(土)

6/11(日)

＜時間配分改訂版＞
通信 3時間・通学 4時間

7/24(月)

7/29(土)

※後期、東京・仙台にて開催予定

KC07
【CDA16T08】

技能講習（カウンセリング）⑦
認知行動療法のキャリアコンサルティングへの活用

【3日間】

18時間 20
一般　66,220円

(会員　47,300円)

7/17(月)

7/30(日)

東京　　6/11(日)

※9月札幌、後期、東京にて開催予定

KC06
【CDA16T07】

技能講習（カウンセリング）⑥
ナラティブ・キャリアカウンセリング

★通信講座（動画視聴・事前課題)＋通学講座
   　　　　　　　　　　 　　      （対面またはオンライン）

※ 2023年9月より通信講座と通学講座の時間配分が
    改訂されました。

＜時間配分改訂版＞
2023年 9月より

7時間
通信：3 時間
通学：4 時間

20
一般　21,980円

(会員　15,700円)

東京　　7/17(月)

※後期、東京・名古屋にて開催予定

KC05
【CDA16T06】

技能講習（カウンセリング）⑤
ジョン・D・クルンボルツの理論を活用したアプローチ

★通信講座（動画視聴・事前課題)＋通学講座
　　　　　　　　　　 　　       （対面またはオンライン）

7時間
通信：3.5時間
通学：3.5時間

20
一般　21,980円

(会員　15,700円)

5/6(土)

5/28(日)

6/18(日)

6/25(日)

 5/27(土) 6/18(日) 7/13(木)

＜教材改訂版＞

5/20(土)・21(日) － － ※8月東京にて開催予定

KC04
【CDA16T05】

技能講習（カウンセリング）④
ドナルド・E・スーパーの理論を活用したアプローチ

★通信講座（動画視聴・事前課題)＋通学講座
　　　　　　　　　　 　　       （対面またはオンライン）

7時間
通信：3.5時間
通学：3.5時間

20
一般　21,980円

(会員　15,700円)

＜教材改訂版＞

 7/17(月) ※後期、東京にて開催予定

KC03
【CDA16T04】

技能講習（カウンセリング）③（応用編）
クライエント体験によるケース概念化

【2日間】

※ 2023年9月より教材が改訂されました。

14時間 9
一般　55,720円

(会員　39,800円)

対面開催（開催地）

KC02
【CDA16T03】

技能講習（カウンセリング）②（中級編）
キャリアコンサルタントの意図性

※ 2023年9月より教材が改訂されました。

7時間 18
一般　26,460円

(会員　18,900円)

＜教材改訂版＞

 5/14(日)

＜教材改訂版＞

 6/17(土)

研修コード
【講習コード】

講習名 講習時間 定員 受講料
　　オンライン開催（Zoom）



【技能講習（有料）】※オンライン開催の場合、通学部分はZoom講座になります （2023年5月16日現在）

5月 6月 7月

KG01
【(※)CDA20T01】

技能講習（グループ）①
キャリアコンサルタントとしての
グループファシリテーション

★通信講座（事前課題）＋通学講座
                                 （ 対面 ）

7時間
通信：1時間
通学：6時間

KK01
【CDA16T18】

技能講習（キャリアシート）
ジョブ・カード作成支援演習【社会人支援】

★通信講座（事前課題）＋通学講座
　　　　　　　　　　　 （対面またはオンライン）

8時間 ※
<事前課題/教材/時間改訂版>

通信：1.5時間
通学：6.5時間

＜ 事前課題 ＞
通信1.5時間・通学 6.5時間

 7/30(日)

＜ 事前課題 ＞
通信1.5時間・通学 6.5時間

東京　　6/17(土)

※後期、東京にて開催予定
　※2022年 11月より事前課題/教材の改訂にともない、講習時間が変わりました。
　　講習コードに変更はありません。
  　■2022年11月以降開催の講習　　　　・・・８時間 （通信1.5時間・通学6.5時間）
  　■2016年度～2022年10月開催の講習・・・７時間 （通信 1 時間 ・通学 6 時間 ）

6/10(土)

6/25(日)
7/22(土)

東京　  7 / 2 (日)

※後期の開催予定はありません

20
一般　21,980円

(会員　15,700円)

＜ 事前課題 ＞
通信1.5時間・通学 6.5時間

 5/13(土)

＜ 事前課題 ＞
通信1.5時間・通学 6.5時間

 6/18(日)

オンライン開催はありません
東京　　6/3(土)・ 4(日)

※後期、東京にて開催予定

KG03
【CDA16T17】

技能講習（グループ）③ 組織内キャリア形成 6時間 20
一般　21,980円

(会員　15,700円)
5/27(土)

20
一般　21,980円

(会員　15,700円)
オンライン開催はありません

東京　　5/28(日)

※後期、東京にて開催予定
　※講習コード
　「CDA20T01」・・・2020年度以降開催の講習
　「CDA16T15」・・・2016年度～2019年度開催の講習（講習時間：6時間）

KG02
【CDA16T16】

技能講習（グループ）②
キャリア開発研修体験とファシリテーション

【2日間】

12時間 20
一般　43,820円

(会員　31,300円)

＜事前課題＞
5/20(土)

＜事前課題＞
6/29(木)

＜事前課題＞
 7/30(日) 2023年度の開催はありません

KC15
【CDA20T02】

技能講習（カウンセリング）⑮
セルフ・キャリアドック制度【実践演習】

★通信講座（事前課題）＋通学講座
　　　　　　　　　　　 （対面またはオンライン）

※ 2023年9月より事前課題・教材が改訂されました。

8時間
通信：1.5時間
通学：6.5時間

20
一般　27,720円

(会員　19,800円)

ー 6/17(土) － ※後期、東京にて開催予定
KC14

【CDA17T03】

技能講習（カウンセリング）⑭
ケース概念化の視点を習得する

※ 2023年10月より教材が改訂されました。

7時間 10
一般　35,560円

(会員　25,400円)

5/28(日) － － 2023年度の開催はありません
KC13

【CDA16T14】
技能講習（カウンセリング）⑬ケース演習
＜働く人の心理学＞

6時間 20
一般　21,980円

(会員　15,700円)

－ 6/11(日) 7/17(月) ※後期、東京にて開催予定
KC12

【CDA16T13】
技能講習（カウンセリング）⑫ケース演習
＜組織における個人の成長＞

7時間 20
一般　21,980円

(会員　15,700円)

研修コード
【講習コード】

講習名 講習時間 定員 受講料
　　オンライン開催（Zoom）

対面開催（開催地）



【技能講習（有料）】※オンライン開催の場合、通学部分はZoom講座になります （2023年5月16日現在）

5月 6月 7月

5/21(日)

5/28(日)

6/  4(日)

6/11(日)

6/18(日)

7/  2(日)

7/29(土)

東京　  5 /13(土)

　  　　7 /23(日)

※後期、東京・名古屋・大阪にて開催

KT05
【CDA20T03】

技能講習（対象別キャリアコンサルティング）⑤
メンタルヘルスの問題を抱えるクライエントへの対応

7時間 20
一般　21,980円

(会員　15,700円)

＜教材改訂版＞

5/25(木)

＜教材改訂版＞

6/10(土)

6/25(日)

＜教材改訂版＞

7/22(土) ※後期、東京・福岡にて開催予定
KT04

【CDA17T02】

技能講習（対象別キャリアコンサルティング）④
キャリアコンサルタントに求められる仕事と
がん治療の両立支援

★通信講座（動画視聴・事前課題)＋通学講座
　　　　　　　　　　　          （対面またはオンライン）

※ 2023年9月より教材が改訂されました。

7時間

通信：３時間
通学：４時間

20
一般　21,980円

(会員　15,700円)

東京　　5/27(土)
　　　　6/18(日)
　　　　7/22(土)

大阪　　6/10(土)

※後期、東京・名古屋・大阪にて開催

KT03
【CDA17T01】

技能講習（対象別キャリアコンサルティング）③
キャリアコンサルタントに求められる多様な性
（LGBT等/SOGI）の理解と対応

６時間 20
一般　21,980円

(会員　15,700円)
オンライン開催はありません

東京　　5 / 6 (土)

　　　　7 /22(土)

※後期、東京にて開催予定

KT02
【CDA16T20】

技能講習（対象者別キャリアコンサルティング）②
ミドルシニア

★通信講座（動画視聴・事前課題)＋通学講座
　　　　　　　　　　　  　　　　（ 対面 ）

7時間

通信：3.5時間
通学：3.5時間

20
一般　21,980円

(会員　15,700円)
オンライン開催はありません

5/  6(土)

5/13(土)
6/3(土)

7/15(土)

7/23(日)
2023年度の開催はありません

KT01
【CDA16T19】

技能講習（対象者別キャリアコンサルティング）①
若者支援基礎

6時間

※オンライン開催の場合
通　 信  ：0.5時間
オンライン：5.5時間

20
一般　21,980円

(会員　15,700円)

研修コード
【講習コード】

講習名 講習時間 定員 受講料
　　オンライン開催（Zoom）

対面開催（開催地）


